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★地域の委員さん
こんにちは★
地域で様々な活動をされている地域
活動委員さん・パル委員さん。そんな
委員さんに突撃インタビュー!! 活動内容はもちろ
ん、委員さんになられたきっかけやこぼれ話など
をお伺いし、紹介していくコーナーです☆

問６

問５

問４

問３

問３

問２．パルコープのとりくみに参加
したことがありますか？
①ない
②１回だけ
③２～３回
④何回も

11月１回の注文書
アンケート記入欄番号
1401 ～ 1407 に回答番号
を記入。

問３．パルコープのとりくみで
「参加してみたい」と思われることは？
（２つまで選択可）
①商品の試食会、講習会
②産地、メーカー見学
③環境や消費税など社会的問題学習会など
④健康、福祉問題の学習会など
⑤災害支援活動
問４．パル委員について知っていますか？
①このアンケートで知った
②知っていた
③やっている（やっていた）
問５．パル委員をやってみませんか
①やってみたい
②一度話を詳しく聞きたい
③資料があれば見たい
④条件があえば考える
⑤興味はあるが今はできない
⑥やってみたいとはおもわない
⑦すでにやっている

地域で開かれた試食会に参加して声をか
けてもらい委員になりました。生協歴は20
年くらいで食の事に興味があったし、子ど
もも手を離れたので。工場見学などで、直
接生産者の方の声が聞けるのがいいですね。
これから、もっと食の安全とか添加物の事
など知りたいです。
（保木さん）

（池の里パル委員会の活動の様子は４ページ上に）

ホームページ
からのお知らせ

ホームページからダウンロードすると、お
うちでぬりえを楽しんでいただけます。
お子さんやお孫さんに楽しんでいただける
ツールとしてぜひご活用ください♪
ただ今受付中のぬりえは“もみじ狩り”。
以前ご紹介したパル子ちゃ んファミリー よ
り、じいじとばあば、ピースも一緒に登場♪
こちらに色を塗っ てご応募いただいた方
に、もれなくポイントプレゼント！
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問６．地域の委員さんから連絡をしても宜しいですか？
 （個人情報は、
このアンケートでの連絡にのみ使用いたします）
①電話連絡しても良い（生協登録の電話番号に）
②郵送しても良い（生協登録の住所に）
③その他の連絡先に連絡
（９ページ下の組合員サービスセンターにお知らせください）
④連絡は要らない
▶ホームページの専用フォームからも申し込めます。
https://welcome.palcoop.or.jp/form/survey/
pal_committee/

「パル子ちゃん」ぬりえコーナーのご案内
応募期間

2018年11月30日（金）消印まで有効

応募特典

も
 れなく100ポイントプレゼント

対象年齢
応募方法

とりくみ内容別

委員会数 参加人数

産地工場見学

8

154

取引先を講師に学習会

10

170

試食会

12

254

合

計

5

90

35

668

イサミ吉備高原ファーム見学
８月22日 天王寺地域活動委員会
（大阪市）
天生水産
８月23日 ながお店舗パル委員会
（枚方市）
若草食品見学
８月24日 春日パル委員会（枚方市）
子どもも一緒に楽しくクッキングしよう
８月25日 榎本パル委員会（大阪市）
おしゃべりお茶会
～災害への備えどうしていますか～
８月25日 今里パル委員会（大阪市）
イサミ吉備高原ファーム見学
８月27日 すぎ全パル委員会（枚方市）
クラブコスメチックス
８月28日 住之江地域活動委員会
（大阪市）
クラブコスメチックス&秋のおすすめ
商品試食紹介
８月30日 大東中地域活動委員会
（大東市）
クラブコスメチックス
８月30日 交北パル委員会（枚方市）

カメラで読み込む場合はこちら→

防災意識を高めようシリーズ第２弾
「防災士」に聞く、その時どうする？
どう準備する?&秋のコープきんき商品
試食会
９月12日 守口中南部・西部地域活動
委員会（守口市）

コープ化粧品学習会（クラブコスメチッ
クス）&秋のおすすめ商品試食会
９月５日 大東東地域活動委員会
（大東市）
秋のおすすめ商品試食会
“おしゃべりしましょう”
９月５日 長吉東・瓜破東パル委員会
（大阪市）

メイショク見学
９月13日 深野パル委員会（大東市）
秋のおすすめ商品試食会
９月13日 寝屋川東地域活動委員会
（寝屋川市）

秋のおすすめ商品の試食会
９月６日 住吉地域活動委員会（大阪市）

秋のおすすめ商品試食会
９月13日 西成全パル委員会（大阪市）

北坂養鶏場見学
９月７日 中央・成美合同パル委員会
（寝屋川市）

COOP商品を使って楽しくクッキング
しよう
９月13日 榎本パル委員会（大阪市）

クラブコスメチックス
９月11日 東住吉南地域活動委員会
（大阪市）

クラブコスメチックス
９月14日 住吉地域活動委員会（大阪市）

秋のおすすめ商品試食会
９月11日 城東北地域活動委員会
（大阪市）

秋のおすすめ試食会
９月14日 みなみ地域活動委員会
（枚方市）

秋のおすすめパルカフェ
９月11日 南港地域活動委員会（大阪市）

秋のおすすめ商品試食会
９月14日 生野地域活動委員会（大阪市）

心も身体もスッキリ改善！！
ストレッチヨガ講座第２弾
９月11日 横堤パル委員会（大阪市）

秋のおすすめと子育て支援
９月14日 交野北地域活動委員会
（交野市）

豆紀と築野食品工業見学
９月12日 放出パル委員会（大阪市）

川喜見学
９月19日

キユーピー見学
９月12日 枚方公園店舗パル委員会
（枚方市）

秋のおすすめ商品試食会
９月19日 天の川地域活動委員会
（枚方市）

クラブコスメチックス
９月12日 東住吉北地域活動委員会
（大阪市）

クラブコスメチックス
９月３日 今津パル委員会（大阪市）

秋のおすすめ試食会
９月12日 鶴見北地域活動委員会
（大阪市）

菅原東パル委員会（枚方市）

※とりくみのお知らせは該当地域の共同購入・個配の組合員さんにお届けしています。

募 集！!
◦食べた感想、
使った感想
◦わが家での使い方
（アレンジレシピ

も大歓迎）
◦おすすめポイント

など

 記よりぬりえをダウンロードし、
下
A４用紙原寸（100％）で出力のうえ
ご利用ください。

秋のおすすめ試食会
９月３日 天満南パル委員会（大阪市）

クラブコスメチックス
８月31日 生野地域活動委員会（大阪市）

現在受付中のぬりえはこちら

小学生以下のお子様
（お一人のお子様につき１点まで）

≪ぬりえの詳細・ダウンロード・応募のあて先はこちら≫
http://www.palcoop.or.jp/kosodate/pal_color.html

９月度の委員会の主なとりくみ（８/21～９/20）

その他のとりくみ

問１．あなたの年代は？
①10歳代 ②20歳代 ③30歳代
④40歳代 ⑤50歳代
⑥60歳代 ⑦70歳以上

問２

趣味が多くてなかなか活動の時間を取る
ことができるか心配しましたが、固く考え
ずに委員に入る事ができました。生協歴は
30年くらいかな。いつも利用していただけ
でしたが、委員になって、勉強になるし世
界が広がりました。
（中野さん）

になって様々な
“パル委員”の活動をご存知ですか？パル委員
こんなことをやっ
年代の組合員さんが、自分たちの関心事から「
して、地域の中で
てみたい」というテーマでとりくみや学習会を
動内容は４・ ５ペ
の組合員さん同士の交流をすすめています。活
紹介し
ージで も紹介 してい るほか、ホー ムペー ジでも
り
活動報告は→
ていま す。あ なたも パル委 員の仲 間にな
こちらから
ませんか。

問１

今回は池の里パル委員会（寝屋川市）のパル
委員さんをご紹介！お二人が委員さんになった
のはこの３カ月の間くらいのことだそうです。

パル委員アンケートにお答えください

■お気に入り商品の
名前
（雑貨でもOK）
■商品のエピソード
①住所
②お名前
③組合員コード
をご記入のうえ、お気軽に
ご応募ください！！

写真もご一緒に

「これよく買うよ♪」
「これ便利♪」そんなみなさんの
生協のお気に入り商品をぜひ教えてください！！
ご応募お待ちしております☆
（例）

◦商品と人物が一緒
に写っているもの

※お写真はご本人さんでも
子どもさんでもOKです

◦使っているところ
の写真
（料理の写真など）
※応募いただいた写真はお返しすることができません。
ご了承ください。

ご応募いただきました内容は、順次ぱる
タイムで紹介させていただきます。ご紹
介させていただいた方には図書カードを
プレゼント☆
※商品のリクエストコーナーではありません
HPの専用フォームからの応募

郵送の場合：〒534-0024
大阪市都島区
東野田町1-5-26
おおさかパルコープ
機関紙ぱるタイム係
メールの場合：paltime@palcoop.or.jp

までお送りください。
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